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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第１四半期 4,188 41.3 292 36.4 276 15.2 165 48.4 165 48.4 695 30.3

2021年12月期第１四半期 2,963 6.9 214 25.9 240 246.7 111 15.0 111 15.0 533 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年12月期第１四半期 17.35 16.94

2021年12月期第１四半期 12.95 12.65

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年12月期第１四半期 32,734 12,561 12,561 38.4

2021年12月期 31,382 12,079 12,079 38.5

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年12月期 － － － 28.00 28.00

2022年12月期 －

2022年12月期（予想） － － 34.00 34.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 8,000 25.3 1,000 130.5 800 112.6 500 111.3 500 111.3 52.73

通期 16,100 13.9 2,000 35.1 1,700 26.2 1,100 11.5 1,100 11.5 116.01

１．2022年12月期第１四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年３月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）の配当の状況については、後述の「（参考）種類株式の配当の状況」をご覧ください。

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年12月期１Ｑ 7,786,200株 2021年12月期 7,786,200株

②  期末自己株式数 2022年12月期１Ｑ 339,549株 2021年12月期 339,549株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期１Ｑ 7,446,651株 2021年12月期１Ｑ 6,525,158株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：無

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての

注意事項等は、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す

る説明」をご覧ください。



Ａ種優先株式
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年12月期 － － － 30.00 30.00

2022年12月期 －

2022年12月期（予想） － － 37.00 37.00

（参考）種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は、以下のとおりであります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間は、世界的には新型コロナウイルスの影響は段階的に緩和されたものの、従前からの

半導体不足、原油価格やその他原材料価格の上昇、サプライチェーンの混乱等に加え、ロシアのウクライナ侵攻に

よる地政学的リスクの高まり、中国のコロナ政策厳格化による都市封鎖もあって減速感が強まりました。米国では

個人消費や設備投資需要の強さが確認されているものの、人手不足が続き、金融引き締めによる景気後退の警戒感

が高まっています。

このような状況下、全ての用途向けの販売が堅調となり、想定より円安で推移したこともあり、第1四半期の売

上は前年同四半期を大きく上回りました。原材料・エネルギー価格の高騰に加え、サプライチェーンの混乱に起因

する物流費の上昇や、クレーム対応を含めた品質改善費用や人件費等の増加があったものの、販売価格の改善、製

品構成の良化、販売量増加に伴う工場稼働の改善、為替差益等により、第1四半期の利益面においても前年同四半

期を大きく上回りました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上収益41億88百万円(前年同四半期比41.3％

増）、営業利益2億92百万円(前年同四半期比36.4％増)、税引前四半期利益2億76百万円(前年同四半期比15.2％

増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益165百万円(前年同四半期比48.4％増)となりました。

　用途別の売上収益の概況は、次のとおりであります。

①家具用

アフターコロナのオフィス回帰の流れが鮮明で、コントラクト家具の販売が拡大しました。また医療機関や歯

科医院の設備需要が引き続き回復基調にありヘルスケア向けも好調に推移しました。一方でオフィス回帰の影響

から、ホームオフィス用製品や住居用アウトドア製品の販売が低迷しましたが、家具向け全体の販売は前年同四

半期を上回りました。

この結果、家具用の売上収益は12億25百万円(前年同四半期比25.3％増)となりました。

②自動車用

シート用素材分野は販売先自動車メーカーの生産拡大により大きく拡大し、自動車向け全体の成長を牽引しま

した。他方、ギャップハイダーやシフトブーツ向けなど内装材分野では、長引く半導体不足とサプライチェーン

の混乱深刻化などから販売は減速しましたが、自動車向け全体の販売は前年同四半期を大きく上回ることができ

ました。

この結果、自動車用の売上収益は16億11百万円(前年同四半期58.8％増)となりました。

③航空機用

ビジネスジェット向けは、販売先メーカーが好調な業績を背景に発注を増加させて在庫を積み増していること

から、引き続き販売増に大きく寄与しました。また、民間航空機向けも、新規に獲得したプログラムの立ち上げ

の遅れがあったものの、既存プログラム向けの販売が拡大して堅調に推移したことから、航空機向け全体の販売

は前年同四半期を大きく上回ることができました。

この結果、航空機用の売上収益は3億12百万円(前年同四半期比64.7％増)となりました。

④その他

その他事業分野には、RV・アパレル・船舶・トラック用などが含まれます。サプライチェーンの乱れから多少

の納期遅れがありましたが、引き続きRVや船舶向けの販売が大きく拡大しました。規制強化の影響から減速が予

想されていたトラック向けは減少したものの、アパレル向けも堅調だったことから、全体としては前年同四半期

を上回りました。

この結果、その他売上収益は10億40百万円(前年同四半期比33.1％増)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び資本の状況

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は327億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億52百万円

増加いたしました。これは主に、棚卸資産が増加したこと、新たな工場用地取得により有形固定資産が増加したこ

と、為替の影響を受けて、のれん及び無形資産が増加したことによるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は201億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億70百万円増

加いたしました。これは主に、有利子負債が増加したことによるものであります。

（資本）

　当第１四半期連結会計期間末における資本合計は125億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億82百万円増

加いたしました。これは主に剰余金の配当があったものの、四半期純利益の計上及びその他の資本の構成要素の増

加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億63百万円減少し33億57

百万円となりました。これは主に税引前四半期利益の計上、減価償却費及び償却費の計上があったものの、棚卸資

産の増加、固定資産の取得による支出及び配当金の支払があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年２月14日の「2021年12月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業

績予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2021年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 3,520 3,357

営業債権及びその他の債権 2,278 2,439

その他の金融資産 263 90

棚卸資産 3,032 3,484

その他の流動資産 438 462

流動資産合計 9,531 9,833

非流動資産

有形固定資産 4,749 5,001

使用権資産 1,015 1,023

のれん 8,222 8,751

無形資産 6,499 6,774

その他の金融資産 1,090 1,153

繰延税金資産 275 197

その他の非流動資産 0 3

非流動資産合計 21,851 22,901

資産合計 31,382 32,734

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2021年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年３月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

有利子負債 6,268 7,150

リース負債 162 162

営業債務及びその他の債務 1,607 2,009

その他の金融負債 202 145

未払法人所得税等 369 167

引当金 361 186

その他の流動負債 306 352

流動負債合計 9,277 10,172

非流動負債

有利子負債 8,363 8,303

リース負債 876 889

退職給付に係る負債 231 238

引当金 18 18

繰延税金負債 423 379

その他の非流動負債 115 175

非流動負債合計 10,026 10,002

負債合計 19,303 20,173

資本

資本金 2,189 2,189

資本剰余金 2,552 2,603

利益剰余金 7,560 7,460

自己株式 △182 △182

その他の資本の構成要素 △39 491

親会社の所有者に帰属する持分合計 12,079 12,561

資本合計 12,079 12,561

負債及び資本合計 31,382 32,734
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（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

　　至　2021年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日

　　至　2022年３月31日）

売上収益 2,963 4,188

売上原価 △1,730 △2,344

売上総利益 1,233 1,844

販売費及び一般管理費 △1,016 △1,552

その他の収益 1 1

その他の費用 △3 △1

営業利益 214 292

金融収益 167 174

金融費用 △141 △189

税引前四半期利益 240 276

法人所得税費用 △129 △112

四半期利益 111 165

四半期利益の帰属

親会社の所有者 111 165

四半期利益 111 165

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 12.95 17.35

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 12.65 16.94

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

　　至　2021年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日

　　至　2022年３月31日）

四半期利益 111 165

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資

本性金融商品
－ －

確定給付制度の再測定 － －

項目合計 － －

純損益に振り替えられる可能性のある項目

キャッシュ・フロー・ヘッジ 80 179

在外営業活動体の換算差額 342 351

項目合計 422 530

その他の包括利益合計 422 530

四半期包括利益 533 695

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 533 695

四半期包括利益 533 695

（要約四半期連結包括利益計算書）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
その他の
資本の
構成要素

合計

2021年１月１日残高 1,487 2,305 6,744 △221 △734 9,581 9,581

四半期利益 － － 111 － － 111 111

その他の包括利益 － － － － 422 422 422

四半期包括利益合計 － － 111 － 422 533 533

自己株式の取得 － － － △0 － △0 △0

ストック・オプションの行使 － △0 － 1 － 1 1

剰余金の配当 － － △171 － － △171 △171

株式に基づく報酬取引 － △3 － － － △3 △3

所有者との取引額等合計 － △3 △171 1 － △173 △173

2021年３月31日残高 1,487 2,301 6,684 △220 △311 9,941 9,941

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
その他の
資本の
構成要素

合計

2022年１月１日残高 2,189 2,552 7,560 △182 △39 12,079 12,079

四半期利益 － － 165 － － 165 165

その他の包括利益 － － － － 530 530 530

四半期包括利益合計 － － 165 － 530 695 695

剰余金の配当 － － △264 － － △264 △264

株式に基づく報酬取引 － 51 － － － 51 51

所有者との取引額等合計 － 51 △264 － － △213 △213

2022年３月31日残高 2,189 2,603 7,460 △182 491 12,561 12,561

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）
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（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

　　至　2021年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 240 276

減価償却費及び償却費 341 358

金融収益 △167 △174

金融費用 141 189

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

棚卸資産の増減額 △92 △289

営業債権及びその他の債権の増減額 △100 △24

営業債務及びその他の債務の増減額 184 135

その他 △14 △5

小計 533 465

利息の受取額 0 0

利息の支払額 △71 △72

法人所得税の支払額 △12 △356

法人所得税の還付額 37 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 487 36

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △207 △406

無形資産の取得による支出 △21 △16

その他 2 261

投資活動によるキャッシュ・フロー △227 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △229 －

短期借入れによる収入 － 1,378

短期借入金の返済による支出 － △924

長期借入金の返済による支出 △210 △239

配当金の支払額 △131 △264

リース負債の返済による支出 △48 △44

その他 1 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △617 △98

現金及び現金同等物に係る換算差額 80 60

現金及び現金同等物の増減額 △277 △163

現金及び現金同等物の期首残高 3,049 3,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,771 3,357

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。
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